


 

 

 

 

 

 

 

 

～本債券のリスク等について～ 

■ 本債券の元利金は豪ドルで支払われますので、外国為替相場の変動により円で換算した場合の支払額がそ

の影響を受けます。また、これにより、円換算した償還価額または売却価額が投資元本を割り込むことが

あります。 

■ 本債券の利息および償還金の支払は発行者（スウェーデン地方金融公社）の義務となっております。発行

者の財務状況の悪化等により発行者が本債券の利息または償還金を支払わず、または支払うことができな

い場合には、保証人が支払を行うこととなります。保証人が支払を行わず、または支払を行うことができ

ない場合には、投資家は損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあります。 

■ 償還前の本債券の価格は、金利の変動、発行者の経営・財務状況の変化および発行者に関する外部評価の

変化（例えば格付機関による格付の変更）等により上下しますので、償還前に売却する場合には投資元本

を割り込むことがあります。 

■ 流動性や市場性が乏しいものについては、償還前の売却が困難であり、このことが売却価格に悪影響を及

ぼすおそれがあります。 

■ 将来において、税制が変更される可能性があります。 

■ 本債券に投資しようとする投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、法務、税務、

会計等の専門家の助言を得るべきであり、本債券の投資に伴うリスクに堪え得る投資家のみが本債券に対

する投資を行ってください。 

 

～本債券の投資の参考情報について～ 

■ 本債券の価格情報につきましては、売出人または売出取扱人までお問い合わせください。 

 

 



【表紙】  
  
【発行登録追補書類番号】 22－外債 25－36 

  
【提出書類】 発行登録追補書類 
  
【提出先】 関東財務局長 
  
【提出日】 平成 23 年 7月 12 日 

  
【発行者の名称】 スウェーデン地方金融公社 

 (Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ)) 

  
【代表者の役職氏名】 ヨーナス・スベンソン 

  (Jonas Svenson) 

  上席ドキュメンテーション・オフィサー 

  (Senior Documentation Officer) 

  

 アンナ・スヴェンソン 

 (Anna Svensson) 

 法律顧問 

 (Legal Counsel) 

   

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中  収 

  

【住所】 東京都港区六本木一丁目 6番 1号 泉ガーデンタワー 

 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

  

【電話番号】 03-6888-1000 

  

【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中  収 

  

【住所】 東京都港区六本木一丁目 6番 1号 泉ガーデンタワー 

 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

  

【電話番号】 03-6888-1180 

  

【今回の売出金額】 13,033,000豪ドル 

（株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した2011年7月11日現在の東京外国

為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1豪ドル＝86.26円の

換算レートで換算した円貨相当額は1,124,226,580円である。） 

 

【発行登録書の内容】  
 

提出日 平成22年7月2日 

効力発生日 平成22年7月13日 

有効期限 平成24年7月12日 

発行登録番号 22－外債25 

発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 8,000億円 

 
 



 
【これまでの売出実績】 

（発行予定額を記載した場合） 

 

 

番 号 提出年月日 売出金額 
減額による 

訂正年月日 
減額金額 

22－外債 25－1 平成 22 年 7月 16 日 635,041,500 円 該当事項なし 

22－外債 25－2 平成 22 年 7月 16 日 42,500,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－3 平成 22 年 9月 14 日 5,040,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－4 平成 22 年 10 月 20 日 28,150,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－5 平成 22 年 11 月 10 日 245,790,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－6 平成 22 年 11 月 10 日 189,810,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－7 平成 22 年 11 月 16 日 25,680,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－8 平成 23 年 1月 18 日 759,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－9 平成 23 年 1月 18 日 13,090,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－10 平成 23 年 1月 18 日 262,784,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－11 平成 23 年 1月 20 日 29,150,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－12 平成 23 年 2月 10 日 1,240,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－13 平成 23 年 3月 17 日 27,870,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－14 平成 23 年 4月 15 日 4,168,725,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－15 平成 23 年 4月 15 日 22,140,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－16 平成 23 年 4月 20 日 10,420,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－17 平成 23 年 4月 21 日 200,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－18 平成 23 年 4月 27 日 605,280,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－19 平成 23 年 4月 27 日 504,400,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－20 平成 23 年 4月 28 日 3,026,400,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－21 平成 23 年 5月 2日 1,074,570,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－22 平成 23 年 5月 6日 500,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－23 平成 23 年 5月 6日 506,430,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－24 平成 23 年 5月 6日 2,241,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－25 平成 23 年 5月 6日 1,020,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－26 平成 23 年 5月 9日 14,439,111,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－27 平成 23 年 5月 9日 10,999,725,000 円 該当事項なし 



22－外債 25－28 平成 23 年 5月 16 日 529,620,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－29 平成 23 年 5月 16 日 1,426,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－30 平成 23 年 5月 19 日 28,650,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－31 平成 23 年 7月 4日 
12,900,000 トルコ・リラ 

(640,872,000 円)(注 1) 
該当事項なし 

22－外債 25－32 平成 23 年 7月 8日 
8,000,000 トルコ・リラ 

(398,080,000 円)(注 2) 
該当事項なし 

22－外債 25－33 平成 23 年 7月 8日 1,056,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－34 平成 23 年 7月 8日 2,365,000,000 円 該当事項なし 

22－外債 25－35 平成 23 年 7月 8日 
14,000,000 トルコ・リラ 

(696,640,000 円)(注 2) 
該当事項なし 

実績合計額 282,420,278,500 円 減額総額 0 円 

 
(注 1) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは 2011 年 7月 29日に行われる予定でまだ完了

していない。本欄に記載された円貨換算額は、トルコ中央銀行が 2011 年 6 月 30 日午後 3 時 30

分現在の直物売買相場為替の気配値として公表した数値の仲値 100 円＝2.01285 トルコ・リラの

換算レートで換算している。 

 
(注 2) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは 2011 年 7月 29日に行われる予定でまだ完了

していない。本欄に記載された円貨換算額は、トルコ中央銀行が 2011 年 7 月 6日午後 3時 30 分

現在の直物売買相場為替の気配値として公表した数値の仲値 100 円＝2.00975 トルコ・リラの換

算レートで換算している。 

 
 
【残額】 
（発行予定額－実績合計額－減額総額） 

 

517,579,721,500 円 

 
（発行残高の上限を記載した場合）  

 

番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 
減額による 

訂正年月日 
減額金額 

該当事項なし 

実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし

 

【残高】 該当事項なし 
 

 
【縦覧に供する場所】 該当事項なし 
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第一部【証券情報】 

 

第１【募集債券に関する基本事項】 

該当なし。 

 

第２【売出債券に関する基本事項】 
１【売出要項】 

【売出人】 

会 社 名 住   所 

東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 7 番 1 号 

 

【売出債券の名称】 
スウェーデン地方金融公社 2014 年 7 月 24 日満期 

豪ドル建債券（以下「本債券」という。）（注 1） 

【記名･無記名の別】 無記名式 

【券面総額】 13,033,000 豪ドル（注 2） 

【各債券の金額】 1,000 豪ドル（注 3） 

【売出価格及びその総額】
売出価格     額面金額の 100.00％ 

売出価格の総額  13,033,000 豪ドル（注 2） 

【利率】 年 4.66％ 

【償還期限】 2014 年 7 月 24 日 

【売出期間】 2011 年 7 月 15 日から 2011 年 7 月 29 日まで 

【受渡期日】 2011 年 8 月 3 日 

【申込取扱場所】 

売出人および売出取扱人（以下に定義される。）の本店、日本国内の各支店お

よび出張所ならびに下記記載の金融機関および金融商品仲介業者の営業所ま

たは事務所（注 5） 

 

（注1）本債券は、スウェーデン地方金融公社（以下「発行者」または「公社」という。）により、発行者のユ

ーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム（以下「ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プロ

グラム」という。）に基づき、2011年8月2日に発行される。本債券は、ユーロ市場においてTokai Tokyo 

Securities Europe Limitedにより引受けられる。本債券が金融商品取引所に上場される予定はない。 

（注2）ユーロ市場において募集される本債券の券面総額は、13,033,000豪ドルである。 

（注3）本債券の投資家への販売単位は1,000豪ドルの整数倍である。 

（注4）本債券につき、発行者の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者（以

下「信用格付業者」という。）から提供され、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。 

なお、発行者は、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディ

ーズ」という。）からAaaの長期発行体格付を、また、スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サー

ビシズ（以下「S&P」という。）からAAAの長期発行体格付を、それぞれ付与されているが、これらの格

付は直ちに発行者により発行される個別の債券に適用されるものではない。 
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ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録され

ていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受け

ておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務

付けられていない。 

ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ジ

ャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第2号）およびスタンダード＆プアーズ・レーティング・

ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第5号）が登録されており、各信用格付の前提、意義

および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ム

ーディーズ日本語ホームページ（http://www.moodys.co.jp）の「信用格付事業」をクリックした後に表

示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信

用格付の前提、意義及び限界」およびスタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホ

ームページ（http://www.standardandpoors.co.jp）の上段「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け

情報」（http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered）に掲載されている「格付の前提･意義･限

界」において、それぞれ公表されている。 

（注5）売出人は、以下の金融商品取引業者（以下「売出取扱人」という｡）に本債券の売出しの取扱いを一部委

託している。 

     売出取扱人の名称：西日本シティＴＴ証券株式会社 

     所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目 3 番 6 号 

売出人および売出取扱人は、金融商品取引法第33条の2に基づく登録を受けた銀行等の金融機関および金

融商品仲介業者に、本債券の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することがある。 

本債券の申込みおよび払込みは、本債券の各申込人が売出人または売出取扱人に開設する外国証券取引

口座に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。売出人または売出取扱人に外国証券取引口

座を開設していない各申込人は、これを開設しなければならない。この場合、外国証券取引口座の開設

に先立ち、売出人または売出取扱人から申込人に対し外国証券取引口座約款の写しが交付される。同約

款の規定に従い、申込人に対する本債券の券面の交付は行われない。 

（注6）本債券は、合衆国1933年証券法（その後の改正を含む。)（以下「証券法」という。）に基づき登録され

ておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われ

る場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の売付

けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づ

くレギュレーションＳにより定義された意味を有する。 

本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行

われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込

み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、合衆国内国歳入

法および同法に基づく規則により定義された意味を有する。 

 

【売出しの委託契約の内容】 

 該当なし。 

【債券の管理会社】 

 債券の管理会社は任命されていない。ただし、以下の主支払代理人が任命されている。 

 本債券の主支払代理人（以下「主支払代理人」という。） 

会  社  名 住       所 

ドイチェ・バンク・アーゲー、 

ロンドン支店 

（Deutsche Bank AG, London Branch） 

英国ロンドン市 EC2N 2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート

1、ウィンチェスター・ハウス 

(Winchester House, 1 Great Winchester Street, 

London EC2N 2DB, England) 

 

【振替機関】 

 該当なし。 
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【財務上の特約】 

 担保設定制限については、後記「５ 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。 

 期限の利益喪失特約については、後記「６ 債券の管理会社の職務」を参照のこと。 

 

２【利息支払の方法】 

各本債券の利息は、豪ドルによる額面金額に対して年 4.66％の利率で、発行日である 2011 年 8 月 2 日（当

日を含む。）からこれを付し、2012 年 1 月 24 日を初回とし、それ以降償還期限（2014 年 7 月 24 日）まで毎

年 1 月 24 日および 7 月 24 日（以下それぞれ「利払期日」という。）に支払われる。初回の利払期日である

2012 年 1 月 24 日に支払われる利息は、2011 年 8 月 2 日（当日を含む。）から 2012 年 1 月 24 日（当日を含ま

ない。）までの期間につき額面金額 1,000 豪ドルの各本債券につき 22.26 豪ドルとし、その後の各利払期日に

は、前利払期日（当日を含む。）から当該利払期日（当日を含まない。）までの利息期間（以下に定義される。）

の利息として額面金額 1,000 豪ドルの各本債券につき 23.30 豪ドルが後払いされる。 

「利息期間」とは、各利払期日（または初回の利息期間の場合、2011 年 8 月 2 日）（当日を含む。）から

次回の利払期日（当日を含まない。）までの期間をいう。 

利息期間以外の期間についての利息を計算する必要がある場合、当該利息は、各本債券の額面金額に上記記

載の利率 4.66％を乗じて得られた金額に、当該期間の日数（当該期間の初日(当日を含む。）から当該支払期

日（当日を含まない。）までの日数（かかる日数は 1 ヶ月を 30 日、1 年を 12 ヶ月とする 1 年 360 日に基づく。））

を乗じて 360 で除した額（豪ドルの 1 セント未満を四捨五入または市場慣行に従い計算する。）とする。 

利払期日が営業日（後記「４ 元利金支払場所」に定義される。）でない日に該当する場合、当該利払期日

にかかる支払期日は当該利払期日の翌営業日とする。ただし、翌営業日が翌月になる場合には、その利払期日

の直前の営業日とする。なお、いかなる場合にも当該支払期日に支払われるべき利息の額について調整は行わ

れない。 

各本債券はその償還の日以降は利息を付さない。ただし、元金の支払が不当に留保または拒絶された場合は

この限りではない。かかる場合本債券には、(ⅰ) 当該本債券につき支払われるべき全額の支払がなされた日、

または (ⅱ) かかる支払を行うために必要な資金を主支払代理人または（場合により）支払代理人（後記「４ 

元利金支払場所」に定義される。）が受領し、その旨が後記「10 公告の方法」に従って通知された日の 5 日

後の日、のいずれか早い方の日まで継続して利息が発生する。 

 

３【償還の方法】 

(1) 満 期 償 還 

 本債券が償還期限前に償還または買入消却されない限り、各本債券は 2014 年 7 月 24 日（以下「償還期限」

という。）に、発行者により豪ドル建の額面金額で償還される。 

(注) 2014 年 7 月 24 日が営業日でない日に該当する場合、償還期限にかかる支払期日はその直後の営業日

とする。ただし、翌営業日が翌月になる場合には、その償還期限の直前の営業日とする。 

(2) 税制変更による期限前償還 

 税制上の償還については、後記「８ 課税上の取扱い－(1)スウェーデン王国の租税－ロ.」を参照のこと。 

(3) 買 入 消 却 

 発行者はいつでもいかなる方法および価格でも本債券を買入れることができる。買入れられた本債券はこ

れを保有し、売却し、または発行者の選択により消却のため支払代理人に引渡すことができる。 

 

４【元利金支払場所】 

本債券の元利金支払代理人（以下「支払代理人」という。）および本債券の元利金の支払場所は以下のとお

りである。 
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ドイチェ・バンク・アーゲー、ロンドン支店 (Deutsche Bank AG, London Branch)（主支払代理人） 

ロンドン市 EC2N 2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート 1 ウィンチェスター・ハウス 

(Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB) 

ドイチェ・バンク・ルクセンブルグ・エス・アー (Deutsche Bank Luxembourg S.A.) 

ルクセンブルグ市 L－1115 ブールバール・コンラート・アドヌール 2 

(2 Boulevard Konrad Adenauer, L－1115 Luxembourg) 

 

本債券の元利金の支払は、シドニーに所在する銀行における支払受領者が管理する豪ドル建口座への送金、

またはかかる銀行において振出された豪ドル建小切手により行われる。 

かかる支払は、後記「８ 課税上の取扱い－(1)スウェーデン王国の租税」の条項を害することなく、支払地

の適用される財政その他に関する法令・規則に従う。 

確定債券に関する元金の支払は、上記に記載の方法により、確定債券の呈示に対してのみ行われる。また確

定債券に関する利息の支払は、上記の方法により、利札（本債券についての利札を以下「利札」という。）の

呈示に対してのみ行われる。いずれの場合も、いずれかの支払代理人のアメリカ合衆国外における指定事務所

において行われる。 

本債券が大券により表章されている場合の本債券に関する元利金の支払は、確定債券に関する上記の方法ま

たは当該大券上に特定された方法により、支払代理人のアメリカ合衆国外における指定事務所において、該当

する場合は大券の提出または（場合により）呈示に対して行われる。各支払の記録は、支払代理人によりまた

は該当する場合はユーロクリア・バンク S.A./N.V.（以下「ユーロクリア」という。）またはクリアストリー

ム・バンキング・ソシエテ・アノニム（以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。）の記録におい

て、元金および利金の支払を区別して当該大券上になされる。 

大券の所持人は、当該大券により表章される本債券に関する支払を受領する権利を有する唯一の者であり、

発行者は各支払金額に関し当該大券の所持人に対しまたはその指図に従い支払をなせば当該支払義務につき

免責される。本債券の実質的所有者としてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグの記録に記

載されている各人は、当該大券の所持人に対しまたはその指図に従い発行者が支払った支払金額のうちその者

の持分について、ユーロクリアまたは（場合により）クリアストリーム・ルクセンブルグのみに請求できる。

当該大券の所持人以外の者が、当該大券につき支払われるべき金員に関し発行者に対して請求することはでき

ない。 

本債券または利札に関する金員の支払期日が、支払営業日にあたらない場合、本債券の所持人（以下「本債

権者」という。）は、翌支払営業日まで当該場所において支払を受領することができないものとする。なお、

かかる遅延に関して追加の利息その他の支払はなされないものとする。本書において、「営業日」とは、ニュ

ーヨーク市、ロンドン、シドニーおよび東京において商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行い、一般

業務（外国為替取引および外貨建預金を含む。）を行っている日であって、関連する決済機関が一般業務を行

っている日をいい、「支払営業日」とは、（本債券が確定様式の場合に限り）当該本債券または利札の呈示が

行われた場所ならびに、ニューヨーク市、ロンドン、シドニーおよび東京において商業銀行および外国為替市

場が支払の決済を行い、一般業務（外国為替取引および外貨建預金を含む。）を行っている日とする。 

 

５【担保又は保証に関する事項】 

本債券または利札は、発行者の直接、無条件、一般かつ（下記の場合を除き）無担保の債務であり、それら

の間で優先することなく、発行者のその他すべての現在および将来の無担保かつ非劣後の債務と同順位とする。 

本債券が未償還である限り、発行者は、現在または将来において、いかなる対象債務（以下に定義する。）

を担保するためにも、発行者の現在または将来の事業、持分、資産もしくは収入（払込未請求資本を含む。）

に対し抵当権、先取特権、質権、負担その他の担保権（以下「担保権」という。）を設定せず、または担保権
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を設定せしめない。ただし、発行者が担保権を新たに設定する場合には設定と同時にもしくはその前に、また

それ以外の場合には速やかに、以下を確実とするために必要な一切の行為を行う場合はこの限りではない。 

(a) 本債券および利札に基づき支払われるべき一切の金員が、当該担保権によりかかる対象債務と同等かつ

同順位に担保されること。 

(b) 債権者集会の特別決議（行使議決権の4分の3以上の多数により適法に可決された決議として後記「11 そ

の他－(4)代理契約」記載の代理契約に定義される。）により承認されたその他の担保権もしくは取決め（担

保権の設定を含むか否かを問わない。）が提供されること。 

上記の「対象債務」とは、以下の意味を有する。 

(ⅰ) ノート、ボンド、ディベンチャー、ディベンチャー・ストック、ローン・ストックまたはその他の証

券に関する現在または将来の債務（元本、プレミアム、利息またはその他の金員であるかどうかを問わない。）

で、それらの発行時に金融商品取引所、店頭市場その他の有価証券市場において値付けされ、上場されまたは

値付け、上場もしくは通常取引されうるもの、および (ⅱ) かかる債務の保証または補償。 

本債券および利札は、代理契約別紙 8 の保証状(以下「保証状」という。)の様式に大要が規定される保証の

利益を享受する。 

発行日現在における保証人(以下「当初保証人」と総称する。)は、日付の詳細、様式その他の詳細とともに

本債券に適用される 終条件書に規定される。スウェーデンのその他のランスティングおよびコミューン(そ

れぞれ、日本の都道府県および市町村に相当する。)は、後日、保証人になることができ、当初保証人ととも

に本書において「保証人」と呼称される。いずれかの者が保証人になった場合には、本債券に関するその時々

の保証人の詳細は主支払代理人および支払代理人の指定事務所において適宜入手可能となる。 

保証状に基づく各保証人の義務は連帯であり、かかる保証人の直接、無条件、一般および無担保の義務を構

成し、当該保証人の他のすべての現在および将来の、未払かつ無担保で非劣後の債務と同順位となる。発行者

が本債券に関する義務の履行を怠った場合には、発行者およびその他の保証人に対する手続きを要することな

く、スウェーデンの裁判所において、各保証人との関係で個別に保証状を強制することができる。 

いかなる保証人およびその資産も、スウェーデンの裁判所に持ち込まれる法手続に関して主権免責またはそ

の他の免責の対象とならない。いかなる保証人もスウェーデンの現行法下において保証状に基づき支払われる

金額から控除または源泉徴収を要求されることはない。 

 

６【債券の管理会社の職務】 

債券の管理会社は任命されていない。ただし、主支払代理人が任命されており、かかる主支払代理人の職務

は以下のとおりである。 

主支払代理人は以下に掲げる職務を行う。 

(1) 発行者から元利金の支払資金を受領し、支払代理人に送金する。 

(2) 下記のとおり、本債権者からの期限の利益喪失通知を受領する。 

下記に掲げる事由（以下「期限の利益喪失事由」という。）のいずれかが発生し、継続している場合、本債

権者のいずれも、（主支払代理人の指定事務所宛の）発行者または（該当する場合）主支払代理人に対する書

面での通知により、主支払代理人による当該通知の受領の日を効力発生の日として、その保有する本債券に関

し直ちに期限が到来し支払われるべき旨の宣言をすることができる。かかる宣言により、当該本債券は直ちに

額面金額に支払の日までの経過利息（もしあれば）を付して、いかなる提示、要請、異議またはその他通知を

要求されることなく償還される。 

(ⅰ) 発行者が本債券の元本またはいずれかの利息の支払を 10 日間を超える期間怠った場合。 

(ⅱ) 発行者が本債券に関する債券の要項に規定したその他の義務の履行を怠り、かかる不履行の通知が

発行者に対して（主支払代理人の事務所において）なされた後 21 日を経過してもなお当該不履行が治

癒されない場合。 
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(ⅲ) 発行者の借入れ（以下に定義する。）がその債務不履行の結果として期限の利益を喪失した場合、

または借入れが支払期日にもしくは適用される猶予期間内に支払われない場合。ただし、本項記載の

いずれかの事由が発生しても、当該借入れまたはその他関連する債務のいずれかが単独で、あるいは

その他の借入れおよび/または発生しかつ継続しているその他の事由（もしあれば）のすべてに関連す

るその他の債務との合計で 3,000 万ユーロ（または他の通貨におけるその相当額）を超えない場合は、

期限の利益喪失事由を構成しない。 

(ⅳ) 発行者の解散もしくは清算の命令が発せられた場合またはそのための有効な決議がなされた場合、

管轄裁判所が発行者に対し破産もしくは支払不能を宣言またはその旨判断した場合、発行者がその業

務の全部もしくは重要な部分を停止するまたは停止するおそれのある場合、またはその資産の全部も

しくは重要な部分を処分するまたは処分するおそれのある場合。 

(ⅴ) 発行者が支払期日にその負債を支払えない場合、担保権者が発行者の財産の全部もしくは重要な部

分を取得した場合、発行者がその債権者一般のための財産譲渡を行った場合、適用ある破産、支払不

能等に関連する法律に基づき発行者についてその破産もしくは支払不能の宣告、支払猶予もしくは和

議、または発行者の破産もしくは支払不能におけるもしくはその財産の重要な部分に関する清算人も

しくは財産管理人（もしくは同様の役職者）の任命を求める司法手続が提起されもしくはその他の手

続が講ぜられ、かつかかる手続が 30 日以上有効となっている場合、または支払の停止を求めもしくは

これを認める命令がなされた場合もしくはその有効な決議が発行者によりなされた場合。 

(ⅵ) 本債券に関する発行者の債務に関するすべての保証人について保証状が完全な効力を消失した場合、

または保証人すべてが当該保証状が完全な効力を有しない旨主張する場合。 

上記「借入れ」とは、(a) 借入金、(b) 手形の引受けもしくは引受与信に基づくまたはそれに関する債務、

または (c) 募集、発行もしくは分売されたあらゆるノート、ボンド、ディベンチャー、ディベンチャー・ス

トック、ローン・ストックその他の証券（公募、私募、交換募集その他を問わない。また、発行の際の対価が

全額現金であるかどうかまたは一部が現金以外の対価をもって発行されたかを問わない。）に関する現在もし

くは将来の負債（元本、プレミアム、利息またはその他の金員であるかどうかを問わない。）を意味する。 

 

７【債権者集会に関する事項】 

債権者集会に関する規定は代理契約において規定されている。 

発行者は随時、また本債券の元本残高の 5％以上を有する本債権者の書面による要求の場合は必ず、債権者

集会を招集し、本債権者の利益に影響を及ぼす事項（特別決議（投じられた議決権の 4 分の 3 以上の多数によ

り可決された決議を指す。）による本債券の要項の変更を含む。）を審議するものとする。債権者集会におい

て特別決議を可決するための定足数は、本債券の元本残高の過半数を保有または代表する 1 名以上の者、また

は同延会においては、保有または代表される本債券の元本金額の如何にかかわらず、本債権者本人または代理

人 1 名以上の者とする。ただし、本債券の要項の一定の変更（本債券の償還期限もしくは利払いの日の変更、

元本額もしくは利率の減免、本債券もしくは利札の支払通貨の変更、または発行者により作成された誓約証書

（以下「誓約証書」という。）の一定の変更を含む。）を議題とする集会はこの限りではなく、その場合の特

別決議の定足数は、本債券の元本残高の 3 分の 2 以上または同延会においては 3 分の 1 以上を保有または代表

する 1 名以上の者とする。債権者集会において可決された特別決議は、当該集会に出席したかどうかを問わず、

すべての本債権者および利札の所持人（以下「利札所持人」という。）を拘束する。 

 

８【課税上の取扱い】 

(1) スウェーデン王国の租税 

イ．本債券および利札に関する発行者による一切の支払は、スウェーデンもしくはその下部行政区画によ

りもしくはそのために、またスウェーデンのもしくはその域内の課税当局によりもしくはそのために、
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現在または将来賦課される一切の種類の公租公課、徴税金、税金または課徴金（以下「公租公課」とい

う。）を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる公租公課の源泉徴

収または控除が要求される場合はこの限りではない。かかる場合、発行者は、かかる源泉徴収または控

除後に本債権者または利札所持人が受領する金額（純額）が、かかる源泉徴収または控除がなければ本

債券または利札に関して受領されるはずであった金額と等しくなるように、それぞれ必要な追加額を支

払う。 

ただし、以下の場合、本債券または利札に関して、かかる追加額は支払われないものとする。 

(ⅰ) 本債券または利札の保有のみを理由とする以外に、スウェーデンと関連性を有することを理由と

して、本債券もしくは利札に関する公租公課が課される本債権者もしくは利札所持人、またはかか

る本債権者もしくは利札所持人を代理する第三者により呈示される場合。 

(ⅱ) 関連税務当局に対し、課税免除のために非居住者である旨の宣言または同様の要求をすることに

より、かかる源泉徴収もしくは控除に服さない本債権者もしくは利札所持人により、またはかかる

本債権者もしくは利札所持人を代理する第三者により呈示される場合。 

(ⅲ) 関連日（以下に定義する。）から 30 日を経過した後に呈示される場合。ただし、本債権者または

利札所持人がかかる 30 日の期間の 終日に（当該日が支払営業日であったことを前提として）支払

のために本債券または利札を呈示したならば当該追加額を受領する権利を有していた場合には、そ

の範囲で本号の適用は除外される。 

(ⅳ) スウェーデンにおいて支払のために呈示される場合。 

(ⅴ) かかる源泉徴収または控除が、個人への支払に対するもので、かつ、貯蓄所得への課税に関する

欧州連合理事会指令 2003/48/EC またはかかる指令を実施もしくは遵守するためのもしくは当該指

令に平仄を合わせるために導入されたあらゆる法律により要求される場合。 

(ⅵ) 本債券または利札を EU 加盟国所在の他の支払代理人に対して呈示したならばかかる源泉徴収ま

たは控除を回避することが可能であったであろう当該本債券または利札の所持人により、またはか

かる所持人を代理して、支払のための呈示がなされた場合。 

「関連日」とは、一切の支払に関して期日が 初に到来する日を指す。ただし、主支払代理人がかか

る期日以前に支払われるべき金員を全額受領しなかった場合、かかる金員を全額受領し、後記「10 公告

の方法」に従いその旨の通知が本債権者に対して適法に付与された日を指す。 

ロ．(ⅰ) スウェーデン、その下部行政区画、またはスウェーデンのもしくはその域内の課税当局の法令の

変更もしくは改正、またはかかる法令の適用もしくは公権的解釈の変更（2011 年 8 月 2 日以降に効力を

生じた変更または改正に限る。）の結果、発行者が本債券に関する次回の支払期日に上記に従って追加

額の支払義務を負い、かつ (ⅱ) 発行者がその利用することのできる合理的な手段を用いても当該義務

を回避することができない場合には、（後記「10 公告の方法」に従い）30 日以上 60 日以内の事前の通

知（かかる通知は取消不能とする。）を主支払代理人および本債権者に対して付与することにより、発

行者は、その選択により本債券の全部（一部は不可）を随時償還することができる。ただし、かかる償

還の通知は、本債券に関する支払期日が到来したとすれば発行者が当該追加金を支払うことを要した

初の日から 90 日より前には行わないものとする。 

  本節に基づく償還の通知を行う前に、発行者は、上記 (ⅰ) の要件が本債券に関する次回の支払期日

に適用され、発行者がその利用することのできる合理的な手段を用いても当該追加額の支払義務を回避

することができない旨の発行者の取締役 2 名が署名した証明書および発行者がかかる変更または改正の

結果追加額の支払義務を負う旨の周知された独立の法律顧問の意見書を、主支払代理人に交付する。 

本ロ．に従って償還される本債券は、額面金額に償還の日（当日を含まない。）までに生じた経過利

息（もしあれば）を付して償還される。 
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(2) 日本国の租税 

  本債券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本債券に投資することによるリスク

や本債券に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談することが望ましい。 

  本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者お

よび内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第 3 条の 3 に定義

する支払の取扱者（原則として売出人および売出取扱人を含む。）を通じて交付される場合には、20％

（国税と地方税の合計）の源泉所得税が課される（源泉所得税額は、その利子につき外国税額が支払の

際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その

額から外国税額が控除される。）。日本国の居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係

は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象とな

る。ただし、当該法人は上記源泉所得税額を、一定の制限のもとで、法人税および地方税から控除する

ことができる。 

  本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者の場合、雑所得とし

て取扱われ、総合課税の対象になる。内国法人の場合は、当該償還差益は課税所得に含められ法人税お

よび地方税の課税対象となる。 

  本債券の償還額が取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者の場合は、所得税法上はない

ものとみなされる。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税および地方税の課税所得

の計算に算入される。 

  本債券の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損

は所得税法上はないものとみなされる。内国法人の場合は、当該譲渡損益は課税所得に含められ法人税

および地方税の課税対象となる。 

 

９【準拠法及び管轄裁判所】 

代理契約、本債券および利札、誓約証書ならびにこれらに関しまたはこれらに関連して生じる契約外の義務

は英国法に準拠するものとし、これに従って解釈される。 

発行者は、本債権者および利札所持人のために、英国の裁判所が代理契約、本債券および/もしくは利札に

関しまたはこれらに関連して生じる一切の紛争（代理契約、本債券および/または利札に関しまたはこれらに

関連して生じる契約外の義務に関する紛争を含む。）を解決する管轄権を有し、それゆえ代理契約、本債券お

よび/もしくは利札に関しまたはこれらに関連して生じる一切の訴訟、訴えまたは手続（代理契約、本債券お

よび/もしくは利札に関しまたはこれらに関連して生じる契約外の義務に関する訴訟、訴えまたは手続を含

む。）（以下、総称して「司法手続」という。）が英国の裁判所に提起されうることに、取消不能の形で同意

する。発行者は、司法手続に係る英国の裁判所の管轄権に対し異議を申立てること、および不都合な裁判地に

おいて司法手続が提起されたと主張することを取消不能の形で放棄する。また英国の裁判所に提起された司法

手続においてなされた判決が、 終的な判断として発行者を拘束し、その他一切の裁判所において強制力を有

するものであることに、取消不能の形で同意する。本項は、発行者に対してその他の管轄裁判所において、司

法手続を遂行する権利を制限するものではなく、また同時であるかどうかを問わず、1 ヶ所または複数の管轄

地における司法手続の遂行により、その他の管轄地における司法手続の遂行が妨げられるものではない。 

発行者は、司法手続に関する英国における書類の送達受領代理人として、スウェーデン貿易公団（the 

Swedish Trade Council）の英国事務所(現在はロンドン市 NW1 5RA、オールド・メリルボーン・ロード

259-269(259-269 Old Marylebone Road, London NW1 5RA)に所在する。)を指定する。また同公団が受領代理

人でなくなった場合には、他の者を受領代理人として指定する。 
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10【公告の方法】 

本債権者に対する通知は、ロンドンにおいて通常発行されている主要日刊紙（ファイナンシャル・タイムズ

紙を予定）に公告された場合、有効に行われたものとみなされる。上記のように行われた公告は、当該日刊紙

に 初に公告された日に有効に行われたものとみなされる。 

確定債券が発行される時点までは、大券の全部がユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグに

より保有されている限り、かかる日刊紙における公告に代えて、本債権者に伝達するためにユーロクリアおよ

びクリアストリーム・ルクセンブルグに対し当該通知が送達される場合がある。かかる通知は、ユーロクリア

およびクリアストリーム・ルクセンブルグが通知を受領した日に本債権者に対して行われたものとみなされる。 

 

11【その他】 

(1) 時     効 

本債券および利札は、関連日（前記「８ 課税上の取扱い－(1)スウェーデン王国の租税」に定義する。）

から元金については 10 年以内に、利息については 5 年以内に、元金および／または利息に関して請求がな

されない場合に失効する。 

(2) 本債券および利札の代替 

本債券または利札は、紛失、盗取、毀損、汚損または破棄の場合、代り券の請求者がそれに関する費用を

支払い、かつ発行者が要求する証拠および補償に関する条件を満たした場合、主支払代理人の指定事務所に

おいて代り券を取得することができる。毀損または汚損した本債券または利札は、その代り券が交付される

前にこれを提出されなければならない。 

(3) その後の発行 

発行者は随時、本債権者または利札所持人の同意なしに、すべての点（当該債券の 初の利払いの金額お

よび期日を除く。）で本債券と同一の要項を有し、その結果未償還の本債券と合わせて一つのシリーズを構

成する債券をさらに成立させ、発行することができる。 

(4) 代 理 契 約 

本債券は、ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに関する、発行者、主支払代理人および当

該契約に記載のその他の当事者の間の修正再規定代理契約（以下「代理契約」という。）に基づいて発行さ

れる。 

(5) 債券の形態 

本債券は、当初、仮大券により表章されるものとし、仮大券は、発行日にユーロクリアおよびクリアスト

リーム・ルクセンブルグの共通保管機関に預託されるものとする。かかる仮大券は、仮大券の発行日から 40

日以降に、実質的所有者が米国人でないことを示す証明書の交付時に恒久大券と交換される。恒久大券は、

ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグの両方が、（法律上またはその他の休日による場合

を除き）継続して 14 日以上業務を閉鎖し、または恒久的に業務を中止する意思を公表しもしくは実際に業

務を中止し、かつ承継する決済機関が利用し得ない旨の通知を発行者が受けた場合に限り、その全部（一部

は不可）につき確定債券に利札を付して（無償にて）交換される。 
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第３【資金調達の目的及び手取金の使途】 

該当なし。 

 

第４【法律意見】 

公社の法律顧問であるアンナ・スヴェンソン氏により、下記の趣旨の法律意見書が提出されている。 

(1) 公社はスウェーデン法に基づき適法に設立され存続している法人である。 

(2) 発行登録追補書類に記載された本債券の売出しは公社によって認められており、スウェーデン法上適法で

あり、本債券の発行に関し、公社に対し要求されている政府の同意、許可もしくは承認はすべて取得されて

いる。 

(3) 公社による関東財務局長に対する発行登録追補書類の提出は適法に授権されており、スウェーデン法上適

法である。 
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第二部【参照情報】 

 

第１【参照書類】 

発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以

下に掲げる書類を参照すること。 

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】 

事業年度（自 平成 22 年 1 月 1 日 至 平成 22 年 12 月 31 日） 

平成 23 年 6 月 30 日関東財務局長に提出 

 

２【半期報告書】 

該当なし。 

 

３【臨時報告書】 

該当なし。 

 

４【訂正報告書】 

該当なし。 

 

 

第２【参照書類を縦覧に供している場所】 

該当なし。 
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（訳  文） 

 

発行登録書の提出者が金融商品取引法第 27 条において準用する 

同法第 5 条第 4 項各号に掲げる要件を満たしていることについての証明書 

 

 

 

関 東 財 務 局 長 殿          

平成 22 年 7 月 2 日提出 

 

 

 発行者の名称： スウェーデン地方金融公社     
 
 
 
 代表者の署名：   （署 名）     （署 名）   
  トーマス・ヴェーングレン  ヨハンナ・ラーション 
  社長兼 高経営責任者  管理部長 
 
 
 

 1. 発行者は、1 年間継続して有価証券報告書を提出しております。 

 

 2. 発行者が本邦において有価証券届出書を提出することにより発行し、又は交付された債

券の券面総額は 100 億円以上であります。 

 

 〔参考〕 

 

債 券 の 名 称 券面総額 

2009 年 5 月 19 日(受渡日)の売出し  

 スウェーデン地方金融公社 2011 年 5 月 23 日満期豪ドル建債券 137 百万豪ドル(*)

(*) 株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した2009年5月19日(受渡日)現在の東京外国為替市場における対顧客電

信直物売買相場の仲値1豪ドル＝73.48円の換算レートで換算した円貨相当額は100億6,676万円である。 
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発行者の概況の要約 

(1) 設立 

公社(旧Kommuninvest i Örebro län AB)は、スウェーデン会社法に基づき、1986年8月エーレブ

ローにおいて存続期限の定めない有限責任会社として設立され、1987年初頭よりその活動を開始し

た。1989年5月18日付の政府決定により、公社は信用株式会社としての地位が付与された。地方共

同組織から全国的共同組織へ発展するよう、公社は1993年3月26日付でその名称を変更した。 

公社は、スウェーデンの諸地方自治体がより費用効率の高い事業展開を行うための努力の1つと

して設立された。公社はスウェーデン国内のランスティング(*)およびコミューン(*)が共同してその

運営にあたっている組織である。(*スウェーデン国内のランスティング(原語表記：landsting(英

語表記：county council))とは地方行政の広域単位で、日本の都道府県に相当し、コミューン(原

語表記：kommun(英語表記：municipality))とは地方行政の 小単位で、市町村に相当する。本書

の趣旨において別段の記載のない場合、「自治体」、「地方自治体」とはランスティングおよびコ

ミューンを総称して指すものとする。ランスティングおよびコミューンについては、後記「スウェ

ーデンにおける地方政府」の項を参照のこと。) 

この共同運営の主旨は、協同組合(以下に定義する。)の組合員であるランスティングおよびコミ

ューンならびにその各自治体が持分の過半数を所有する企業および団体に対し金融面でのサービス

を提供するところにある。公社は金融業務の分野で幅広いサービスを提供しており、その主たる事

業戦略は組合員の投資資金調達のために長期的・好条件を得ることである。 

公社および協同組合の定款に基づき、公社は組合員のランスティングまたはコミューンまたはか

かる自治体が持分の過半数を所有している企業もしくは団体以外の借り手、または当該自治体が保

証していない借り手への貸付けを禁じられている。 

エーレブロー地域以外にもスウェーデンのコミューンやランスティングが新たに参加できるよう、

以下の措置がとられた。 

・1993年2月18日付をもってスウェーデン財務省によりその定款の変更が承認され、1993年3月26

日、名称をKommuninvest i Sverige Aktiebolagに変更。 

・1993年3月18日、スウェーデン地方金融協同組合(Kommuninvest Cooperative Society)(以下

「協同組合」という。)が新設され、1993年5月7日に、公社の従来の株主と新しいメンバーを

その組合員として、公社の全株を取得し単独株主となった。 

1995年より、スウェーデン会社法上、公開会社と民間会社が分類されている。スウェーデン会社

法の当該改正は、EU(欧州連合)の法令に対応するために行われた。公開会社(名称に(publ)と付さ

れる。)として分類されたスウェーデンの企業は、発行する株式およびその他の有価証券の引受け

または取得を一般に募集することができる。1995年11月1日付をもって、スウェーデン金融監督局

により、公社が公開会社として分類される旨の定款の変更が承認された。公社は、1995年11月1日

付で公開会社として登録され、名称に(publ)が付された。 

スウェーデンの金融関連法令は過去数年にわたり主にEUの法令に対応するため改正され、以前の

信用会社および金融会社は信用専門会社法(Act on Credit Market Companies)(1997年7月1日付で

名称が金融業務法(Act on Financial Operations)に変更された。)に従い信用専門会社として認可
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の更新を申請しなければならなかった。公社は、スウェーデン金融監督局の決定に従い1995年6月

19日に更新された認可を取得した。 

現在、信用専門会社として公社は、2004年7月1日に発効した銀行・金融業法(Banking and 

Financing Business Act(SFS 2004:297))に従っている。公社は、スウェーデン金融監督局の監督

下にあり、定款の変更および新取締役の選任にも金融監督局の承認が必要である。 

 

公社は、スウェーデン会社登録局(Bolagsverket)に番号556281－4409で登録されている。登録事

務所は、Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ)(住所：P.O.Box 124, SE-701 42, Örebro, 

Sweden)である。 

 

事業戦略および活動範囲 

公社の主たる事業戦略は組合員の投資資金調達のために長期的・好条件を得ることである。これ

は主に、国内および国際資本市場において自己名義で直接借入れ、組合員に貸付けを行うことで実

行されている。貸付けに加え、金融業務の分野で様々な付随的サービスを行っている。公社はまた

組合員に対し、金融面でのコンサルティングやアドバイスを行い、顧問料を得ている。公社は、欧

州評議会開発銀行(CEB)から適格プロジェクトに対して資金を供与されて貸付けを行える数少ない

スウェーデンの法人の1つである。 

スウェーデンの法令により、スウェーデンの地方自治体に対する債券および債権、もしくはスウ

ェーデンの地方自治体が保証する債券および債権は自己資本比率規制下でのリスク・ウエートはゼ

ロである。2000年3月20日付指令2000/12/EC第44条に従い、スウェーデンは欧州委員会に対して、

公社に関するリスク・ウエートがゼロである旨通知している。 

スウェーデン金融監督局は、指令2006/48/ECに従い公社に関するリスク・ウエートがゼロである

旨確認している。 

 

持分保有者および保証 

2010年12月31日現在、公社の授権株式資本は800,000,000クローネであり、公社の引受済・全額

払込済株式資本の総額は288,455,000クローネ(1株100クローネの株式2,884,550株)であり、全株式

を協同組合が所有している(2011年6月30日現在、公社の引受済・全額払込済株式資本の総額は

292,385,000クローネ(1株100クローネの株式2,923,850株)であり、全株式を協同組合が所有してい

る。)。公社の株式資本は、利益を組入れ新株の無償発行を行うとともに、協同組合の組合員の拡

大に歩調をそろえて定期的な増額が予想される。 

協同組合への参加は、スウェーデンのコミューンおよびランスティングに限られている。各組合

員は協同組合に対し、参加持分出資として一定の金額を支払わねばならない。新規組合員の参加持

分出資の額は、コミューンもしくはランスティングの人口数に関連する係数に基づき、協同組合の

理事会が毎年これを決定する。各組合員はまた、公社の現在および将来のすべての債務に対して連

帯して保証状(以下「保証状」という。)を締結しなければならない。協同組合を脱退する組合員は、

脱退時点の保証状の条項により保証された公社のすべての債務に関して、保証状に基づき保証者と

して引続き責任を負うことになる。加えて、保証状を締結した新規組合員は、かかる締結時点で未

償還の公社の債務およびその後発生する債務に対して責任を負う。 
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2011年6月10日現在、254のコミューンと8のランスティング(合計で262の地方自治体)が協同組合

の組合員であり、連帯して保証状を締結している。 

協同組合の組合員は増加を続けることが予想され、保証状は新たに協同組合の組合員となった地

方自治体を含むべく定期的に改訂される。 

 

スウェーデンにおける地方政府 

スウェーデンの地方自治体には地域を行政単位としたものと地区を行政単位としたものとがある。

地方自治体の意思決定権は選挙で選出された議会に帰属する。議会は行政のために地方自治体が税

を課することを要求できる。課税権はスウェーデン憲法に記されている。 

スウェーデンの地方政府には2種類ある。1つは地域を行政単位としたランスティングであり、も

う1つは地区を行政単位としたコミューンである。スウェーデンには20のランスティングと290のコ

ミューンがある。現在、コミューン、ランスティングおよび中央政府の間で、地方行政についての

責任分担は以下のとおりとなっている。 

コミューン：社会福祉、児童福祉、老人福祉、公共事業(エネルギー、上下水道、廃棄物処理)、

大学レベル以前の教育、道路整備、住宅開発、救急活動、環境、文化およびレクリエーション施設 

ランスティング：病院、医療、予防医療および公共交通 

中央政府：警察、地方裁判所、雇用・労働サービスおよび大学教育 

各コミューンおよびランスティングは、議会という意思決定機関を有している。この議会の議員

は、4年に1度行われる総選挙と同時に行われる市民による直接選挙において選出される。 

コミューン議会およびランスティング議会は当該自治体の政務において絶対的な決定権を有する。

決定のために議会に提出された事項(会計監査を除く。)は、 初にコミューンまたはランスティン

グの執行委員会がこれを審議しなければならない。同委員会は議会により選任された9名ないし13

名のメンバーにて構成される。 

コミューンおよびランスティングの日常業務は、執行委員会または専門の委員会に支援され、

数々の部局がこれを行う。現行の地方自治法によりコミューンおよびランスティングは委員会の構

成および組織管理のその他の形態を決定する相当程度の裁量を付与されている。 

地方政府の歳出は、主にコミューンまたはランスティングによって徴収される地方税によりまか

なわれる。税率は、次年度予算の承認に関連し、コミューンまたはランスティングがこれを設定す

る。この決定は、中央政府当局の承認を条件としていない。また、他の地方自治体との税収格差を

平衡化する中央政府の行政制度がある。 

もう1つの重要な収入源は、中央政府からの助成金である。この助成金は、ここ数年間一般的な

ものであり、特定の目的に使用を限定されていない。その他の収入源は、上下水道、電力供給およ

び児童福祉サービスなどの公共サービスに直接課せられる料金である。 
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(2) 資本構成 

以下の表は、2010年12月31日現在の公社の資本構成および株主持分である(監査済)。 

 

(単位：百万クローネ) 

 負債合計：  

  金融機関に対する負債 3,438.9 

  有価証券 173,851.9 

  デリバティブ 10,794.2 

  その他負債 66.4 

  未払費用および前受収益 44.1 

  引当金 1.2 

  劣後債務 1,002.9 

 負債合計 189,199.5 

  

 非課税準備金 217.9 

  

 株主持分  

  株式資本 273.4 

  (1株当り額面 100クローネ、計2,734,550株)  

  進行中の新株発行 15.0 

  (1株当り額面 100クローネ、計150,000株)  

  法定準備金 17.5 

  公正価値準備金 -11.3 

  繰越利益／損失 347.6 

  当期純利益 140.6 

 株主持分合計 782.8 

 資本構成合計 190,200.2 
  
 注記： 

 (1) 上記に開示されている以外、2010年12月31日以降公社の資本構成および負債に重大な変動はなかった。 

 

 

(3) 組織 

2011年6月30日現在、(ⅰ)管理部門(会計、法務、ドキュメンテーション、IT、決済、プロジェク

ト管理、リスク・分析およびシステム・サポートで構成される。)、(ⅱ)貸付・アドバイザリー・

サービス部門(貸付けおよびアドバイザリー・サービスで構成される。)および(ⅲ)資金調達・財務

部門(資金調達および財務で構成される。)ならびに幾つかの執行部で構成されている。 

 

取締役会 

定款に基づき、公社の取締役会は5名以上9名以下の取締役で構成される。取締役は毎年公社の年

次総会において選任され、任期は次の年次総会までとする。 
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取締役会は、社長またはその他の者に対し、取締役会により通常は決議されるべき事項に関し決

定を行うことを授権する権利を有する。かかる授権には取締役会により裁可された書面による命令

または指示が付随する。 

 

経営管理 

書面による指示では、取締役会および社長の職務分担が規定されている。かかる指示では、金融

会社の監督・管理に関するスウェーデン金融監督局の一般勧告、さらには社長の職務および責任に

関する同局の見解が考慮されている。 

社長の職務は、取締役会会議に先立つ場合を含め、取締役会に対して必要な情報や意思決定を支

援する資料を提供すること、および取締役会が毎月書面による報告書を受取るようにすることであ

る。 

 

執行役員グループ 

2010年12月31日現在、執行役員グループは、トーマス・ヴェーングレン(社長兼 高経営責任者)、

マリア・ビームネ(業務執行副社長)、アンダーシュ・ゴンゲ(資金調達・財務部長)およびヨハン

ナ・ラーション(管理部長)で構成されていた。 

 

監督および会計監査 

公社は信用専門株式会社としてスウェーデン金融監督局の監督を受ける。定款に基づき、会計監

査人1名が公社の年次総会において選任され、また代理監査人1名を選任することができる。その任

期は選任後第4会計年度中に開催される年次総会の終了時までとする。 

 (スウェーデン金融監督局は、公社のような信用機関については原則として会計監査人を指名し

なくなっている。) 

 

(4) 業務の概況 

(イ) 取締役会報告からの情報 

以下は取締役会報告（経営報告）に記載された情報からの抜粋である。 

●取締役会報告 

公社についての一般的な情報 

スウェーデン地方金融公社は、スウェーデン地方金融協同組合の完全所有子会社であり、かかる

協同組合の組合員はスウェーデンのコミューンおよびランスティング（地方自治体）である。 

公社の目的は、協同組合の組合員の資金調達のために長期的な好条件を提供することである。か

かる目的は、競争力のある貸付け、債務管理および効率的な財務管理に寄与するその他のサービス

の利用の提供によって達成される。 

公社は、スウェーデン地方金融協同組合の組合員および組合員が持分の過半数を保有する関係会

社にのみサービスを提供する。 

スウェーデン地方金融協同組合の全組合員は、信用専門会社である公社が締結した債務を連帯保

証の形で明確に保証している。かかる方法は、全組合員およびその財源によって公社の業務が 終

的に保証されていることを意味する。 
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事業の範囲は、主に協同組合の組合員の数および組合員の金融ニーズ、ならびに公社の長期的な

好条件で貸付けを提供する能力に影響を受ける。すなわち、後者について言えば、公社は、国内お

よび国際資本市場での自らの資金調達において好条件を取得できることが前提となっている。 

公社は、地方自治体部門の資金調達の一般条件に関連する課題に関して、当該部門の特別利益組

織でもある。 

公社は、信用専門会社であり、スウェーデン金融監督局により規制されている。 

コーポレート・ガバナンス報告書は年次報告書とは別個の書類として作成されている。 

 

市場 

2010年度は、世界経済が徐々に安定、回復したことで特徴付けられた。しかしながら、2010年度

において、国際資本市場は、主として欧州のいくつかの国の脆弱な財政に起因する繰り返し現れる

不確実性の影響を受けていた。当該国は、借入れに係る利息の大幅な増加による不利益を受けた。

当該国においては、市場の懸念を抑えるため、大規模な財政措置がとられた。さらに、欧州連合

(EU)は、加盟国を支援できるように安定化基金を設けることを決定した。世界の主要中央銀行は、

金融安定化を維持し、市場の信用増加に寄与するために各国の市場への介入を継続した。バーゼル

委員会による新しい金融規制に関する提案では、金融機関の資本および流動性の両面でさらに厳し

い要請が示された。スウェーデン経済は当該年度中は急速な成長を享受し、銀行システムは主にバ

ルト諸国市場への与信供与に関連し、貸倒損失の水準が低下するにつれて収益性が上昇した。スウ

ェーデン中央銀行は、レポ金利を4回にわたり、年初時点の0.25％から年末時点の1.25％まで引き

上げた。 

公社の信用度の高さおよび地方自治体の資金調達窓口機関としての役割が、安定した安全な借り

手としての立場に寄与し続けており、あらゆるタイプの投資家からの強い需要につながった。2010

年度中、協同組合は12の新組合員を受け入れ、当該年度末現在、公社は260（2009年度末現在：

248）の協同組合の組合員を擁することになった。かかる組合員のうち253（2009年度末現在：

241）がコミューンであり、7（2009年度末現在：7）がランスティングであった。 

 

業績 

営業利益（処分・税引前利益）は、275.7百万クローネ（2009年度：335.0百万クローネ）に上っ

た。一方営業利益には未実現の市場価値変動-86.5百万クローネ（2009年度：-9.4百万クローネ）

も含まれている。処分・税引後利益は、140.6百万クローネ（2009年度：170.6百万クローネ）に上

った。 

純利息収益は、432.1百万クローネ（2009年度：382.1百万クローネ）に増加した。かかる改善は、

貸付額の増加および利ざやの改善を伴った当該年度中の力強い成長に起因している。利ざやの改善

は、持分保有者指令に従い継続中の公社の資本強化策の効果である。 

発行された有価証券の買戻しおよび金融商品の売却は、「金融取引純利益」において認識され、

利益増加に102.5百万クローネ（2009年度：97.0百万クローネ）寄与した。 

損益計算書に認識された未実現の市場価値変動は-86.5百万クローネ（2009年度：-9.4百万クロ

ーネ）に上り、「金融取引純利益」において計上されている。当該年度についての市場価値変動は、
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公社の既発債券についての信用度の増加および貸付けの利ざやの増加に起因するものである。公社

は、資産と負債を満期まで保有することを意図しているため、これらは将来実現しない価値の変動

である。未実現の市場価値変動のうち、1.9百万クローネは売買目的保有として分類される資産か

ら生じた。 

費用は169.4百万クローネ（2009年度：134.4百万クローネ）に上った。かかる費用の増加は、主

に安定化政策費用に加えて人件費、IT関係費用、コンサルタント費用の増加に起因するものであっ

た。 

業務利益（未実現の市場価値変動の影響を除いた営業利益）は362.2百万クローネ（2009年度：

344.4百万クローネ）に上った。 

 

財政状態 

総資産は貸付額の増加、借入額の増加およびスウェーデン地方金融協同組合により貸し付けられ

た劣後ローンの結果、1,902億クローネ（2009年度：1,831億クローネ）に増加した。 

 

貸付け 

2010年度末現在、貸付金は1,337億クローネ（2009年度：1,236億クローネ）に上った。名目ベー

ス（実際に貸付けられた額）では、貸付金は前年度比で9％増加して1,329億クローネ（2009年度：

1,219億クローネ）であった。かかる貸付けの増加は、当該年度における、公社の組合員の高い需

要による貸付けの力強い成長に起因するものである。 

 

投資 

2010年度末現在、公社による投資額は433億クローネ（2009年度：484億クローネ）であった。大

部分は、スウェーデン国家、OECD諸国の政府保証付の金融機関および北欧の銀行が投資先である。

高い流動性を確保するため、投資は、少なくともムーディーズからA2および／またはスタンダー

ド・アンド・プアーズからAの格付けを得ているカウンターパーティまたは組合員である地方自治

体との間でのみ実行することができる。 

公社では、欧州のソブリン債務危機の渦中にある国へのエクスポージャーは小さい。スペイン政

府保証付の銀行であるスペイン開発金融公庫(Instituto de Crédito Oficial)への投資に対しての

みエクスポージャーを有しているが、投資資金に占める割合は2％である。 

 

借入れ 

2010年度末現在、借入金は1,773億クローネ（2009年度：1,720億クローネ）であった。公社の借

入れの大部分は債券（年限1年以上のもの）および証書（年限1年未満のもの）を発行する形で行わ

れている。直接のローンによる調達も少ないながら一部を占めている。公社は、借入期間を1日か

ら30年に設定しており、主に固定金利および変動金利の金融商品を扱っている。 

 

デリバティブ 

正の市場価値および負の市場価値をもつデリバティブはそれぞれ130億クローネ（2009年度：111

億クローネ）および108億クローネ（2009年度：99億クローネ）であった。デリバティブ契約は、
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借入れおよび貸付け／投資の契約満期がマッチしない場合に生じる市場リスクを低減するためにリ

スク管理手段として用いられるものである。 

 

劣後債務 

劣後債務は、スウェーデン地方金融協同組合により貸し付けられた永久劣後ローンから成る。 

 

資本 

2010年度末現在、資本は782.8百万クローネ（2009年度：690.2百万クローネ）であった。当期利

益に加え、資本は、売却可能資産として分類される金融資産ならびに貸付金および債権として再分

類される投資の市場価値変動によっても影響を受けた。これらについては未実現の市場価値変動が

「その他包括利益」に直接計上されるためである。 

 

株式資本 

2010年度中、株式資本は、年次総会による取締役会への授権に基づき、新株発行により18.8百万

クローネ（2009年度：32.9百万クローネ）増額された。協同組合の新規組合員からの参加資本を移

転することによって公社の財政基盤を強化することが目的である。かかる移転は、参加組合員の増

加に伴い定期的に実施されてきた。株式資本は288.4百万クローネ（2009年度：269.6百万クロー

ネ）、2,884,550株（2009年度：2,696,200株）になった。 

 

会計原則の変更 

金融機関および証券会社の年次会計に関するスウェーデン金融監督局の規則および一般勧告

(FFFS2008:25)に関して規則FFFS2009:11により実施された改訂に伴い、公社は一定の評価・会計原

則を変更した。公社の推移および財務状態を比較するために、比較年度については再計算がなされ

ている。金融取引純利益には141.3百万クローネ増額の調整が、当期利益にかかる公租公課には

37.2百万クローネ減額の調整が、また当期利益には104.1百万クローネ増額の調整がそれぞれなさ

れた。2010年1月1日現在の繰越利益には104.1百万クローネ増額の調整がなされた。 

 

貸倒損失 

貸倒損失はなかった（2009年度：なし）。 

 

キャピタル・カバレッジ 

キャピタル・カバレッジ比率は、10.09（2009年度：3.55）に上った。 

また公社は、第1の柱および第2の柱においては考慮されていないリスクに対するバッファーとし

ての追加範囲を含む公社内部のキャピタル・カバレッジ比率を設けている。 

 

組合員の責任 

基本的な連帯保証責任の範囲外の組合員の責任を明確にするため、公社はかかる責任を詳述する

2つの取決めを策定している。責任の分担は、約定文書を通じて各組合員に対して通知される。 
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2010年度中に起こった非常に重要な出来事 

公社は、自己資本を、スウェーデン地方金融協同組合からの劣後ローンによって、10億クローネ

増強する手続をとった。かかる資本強化の目的は、公社が引き続き協同組合の組合員のために 善

の長期資金調達条件を創出すること、公社がすべてのスウェーデンのコミューンおよびランスティ

ングに有利な条件で資金調達の選択肢を提供できるようにすること、公社が 上位の信用格付を維

持して国際資本市場で持続的に費用効率の良い借入れを確保すること、公社が例外的な金融事象に

対してさらに十分に備えることにある。資本強化は、公社が被った損失を受けて行われるものでは

なく、むしろ公社がその他の金融機関と同様に例外的な金融事象に対しての高度の備えを有し、損

失を吸収する能力が高いことを示すことができなければならないために行われるものである。した

がって、資本強化は、公社が損失を被ったことにより必要とされたものではない。 

公社は、スウェーデン中央銀行の金融政策カウンターパーティとして承認された。公社は、2009

年9月に制限付金融政策カウンターパーティとして、また2010年1月には金融政策カウンターパーテ

ィとして承認された。 

公社は、スウェーデン中央銀行の資金決済システム(RIX)への参加が承認された。公社は2010年1

月に当該システムの参加機関として承認された。 

公社は、スウェーデンの地方債券の継続的な発行のためにスウェーデンのベンチマーク・プログ

ラムを設定している。当該債券プログラムにつき、発行額1,000億クローネを超える公社の も大

口の資金調達プログラムとなることが目標である。 

 

●リスク管理 

公社のリスク管理は、業務上のリスクの水準を可能な限り低く保つという持分保有者の要求を満

たすよう企図されている。これは、リスクの観点から、借入れと貸付けの条件が一致していなけれ

ばならないことを意味する。公社は、デリバティブを除く総資産の25％以上の流動性準備金を維持

しており、公共部門機関として、スウェーデンの地方自治法第2章第7条に規定されるとおり、投機

的でリスクの高い取引を禁止されている。 

 

概論 

公社は、スウェーデンの地方自治体部門に完全所有される信用専門会社である。公社の業務は、

地方自治体部門の財務活動を支援することのみを目的としており、公社は他の金融市場への参加者

といくつかの重要な点において区別される。 

・貸付けはスウェーデンのコミューン、地方自治体の関係会社、ランスティングまたは地方自治体

当局によって保証される借り手に限定して行われるため、キャピタル・カバレッジの観点からの

リスク・ウェートはゼロである。 

・公社の持分保有者は、公社の顧客でもあり、公社のすべての債務を保証する連帯保証者でもある。 

・公社は、利益を 大化するために機能するわけではなく、営利を追求することなく運営されてい

る。 

・公社は、預金業務または積極的なトレーディング業務を行っていない。 

・公社は、良好な資本状況にある。2010年度末現在、キャピタル・カバレッジ比率は、公的要件が

1.0であるところ、10.09であった。 
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リスク管理のための組織および責任 

公社の規則および手続きは、体系的かつ確実なリスク管理を確保するよう設定されている。 

取締役会は、リスク・エクスポージャーおよびリスク管理に包括的な責任を負い、金融業務につ

いての公社の包括的なリスク方針および指示を決定する。取締役会は、運用上のリスク、キャピタ

ル・カバレッジや流動性準備金の良好な内部統制および管理についての包括的な目標と責務を定め、

信用に関するカウンターパーティ・リスクおよび市場リスクについての公社のエクスポージャーの

方向や限度について決定する。 

公社内の管理担当、すなわち資金調達・財務部門および貸付け・アドバイザリー・サービス部門

は、設定された限度内にリスクを抑えることに責任を負う。フォローアップはリスク・分析部門内

で行われ、社長兼 高経営責任者は包括的なフォローアップに責任を負う。公社のコントローラー

は、内部自己資本評価に従って対処すべき所要自己資本の範囲を審査するために、公社における業

務上のリスクを監視する。コントローラーは、公社の総合的なリスクに包括的かつ共同で責任を負

い、社長兼 高経営責任者および取締役会に対して報告を行う。 

公社のリスク・分析担当は、公社がカウンターパーティと締結する業務上の契約において生じる

金融リスクについての継続的なフォローアップおよび分析を確認し、実施することに責任を負う。 

当該管理担当は、社長兼 高経営責任者に対しては毎日、取締役会に対しては毎月、報告を行う。 

信用審査グループは、新規のカウンターパーティおよび新規の金融商品について、社長兼 高経

営責任者がこれを決定する前の審査を補助する。また信用審査グループは、公社が金融取引で用い

たカウンターパーティおよび金融商品の動向を監視することに責任を負う。 

さらに公社は、公社がどのように内部指示、プロセス記述および文書管理を扱っているか、また

内部指示、プロセス記述および文書管理がスウェーデン金融監督局による現行の要件に従っている

かを継続的に監視することを責務とする内部監査人を置いている。 

 

(ロ) 資金調達および貸付け等 

●スウェーデンの地方自治体の資金調達窓口機関 

公社は、スウェーデンのコミューンおよびランスティングの組織的な財源獲得および地方自治体

部門における財政安定に対して責任を負っている。 

 

地方自治体部門間の内部銀行 

公社の活動はもっぱら、地方自治体部門に対して競争力のある貸付け、債務管理および効率的な

財政管理に寄与するその他のサービスを提供することに向けられている。 

公社の商品およびサービスは、公社の組合員、組合員が持分の過半数を所有する関係会社および

地方自治体間の協同組織（関係者すべてが公社の組合員である場合）だけが利用可能である。 

 

スウェーデンの地方自治体の資金調達窓口機関 

公社の任務はスウェーデンの地方自治体の資金調達窓口機関としての役割を果たすことである。

これは、公社が地方自治体部門内で財政安定の保証者として機能すること、また公社が資金調達に

重点を置く効率的な財務管理をすべてのスウェーデンのコミューンおよびランスティングに提供す

ることを意味する。公社は営利を追求していない。公社の目標は、組合員のために有利な金融ソリ
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ューションを創出することである。協同組合への参加も、公社のサービスを利用するか否かの選択

も自発的なものである。 

 

公社の特別な地位 

公社は、借り手として独特の性質を有しており、借入れについて特別な地位を占めており、それ

らは任務を遂行するために極めて重要である。 

 

持分保有者／組合員による連帯保証 

スウェーデン地方金融協同組合の組合員はすべて、信用専門会社であるスウェーデン地方金融公

社の債務を、連帯保証の形式で明確に保証している。公社の業務は、このようにすべての組合員に

よって 終的に保証されている。 

 

貸付先の高い信用力 

公社はスウェーデンのコミューンおよびランスティングおよびそれらが持分の過半数を所有する

関係会社にのみ貸付けを行う。 

スウェーデンのコミューンおよびランスティングへの貸付けは、極めて低リスクであり、適用あ

るキャピタル・カバレッジ・ルールにおいては、そのリスク・ウェートは0％であるとされている。 

 

●スウェーデンの地方自治体の財政－公社の地位の強化 

地方自治体部門は、公共部門の重要な部門であり、地方レベルおよび地域レベルの社会サービス

の大部分の責任を担っている。地方自治体部門が公社を通じて行う外部借入の割合は、増加してい

る。 

 

経済における地方自治体部門の重要性 

地方自治体部門は、公共消費支出の75％およびGDPの20％を占めているため、経済の発展に非常

に大切である。かかる部門は、地方自治体の関係会社を含めて、スウェーデン全雇用の26％を占め

ている。 

 

地方自治体部門における財政 

地方自治法に基づき、各地方自治体は、自身の業務および他の法人を通じて行われる業務につい

て、健全な財務管理を行う。利益を生む目的で投機的取引を行うことは禁止されている。 

2010年の地方自治体部門の純財務収益を除いた合計収入は、7,890億クローネであり、そのうち

66％は税収であった。余剰金は190億クローネとなった。（出所：スウェーデン・コミューン・ラ

ンスティング連合（SALAR）による2010年12月経済報告書） 
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●公社の貸付業務 

公社は、地方自治体部門における 大の貸し手であり、融資需要全体の35％超を占めている。

2010年度における貸付高は、新たな組合員に対する貸付けによるだけでなく、借り手の借入れにお

ける公社の占める割合が引き続き増加したこともあり、8％増加して1,340億クローネとなった。 

 

2010年度末現在、コミューンおよびランスティングは、公社の貸付け全体の38％(前年は38％)を

占めている。地方自治体の住宅供給会社が39％(前年は40％)を、また、エネルギー供給会社および

その他の地方自治体所有の関係会社が残り23％(前年は22％)を占めている。地方自治体に対する貸

付けの一部は、かかる地方自治体が住宅供給会社等の地方自治体の所有会社へ更に貸し出すための

借入れに関連するものである。 

公社の計算によると、コミューンおよびランスティング（これらが所有する企業を含む。）間に

おける当該年度末現在の外部借入総額は約3,650億クローネに達している。 

 

債務管理およびその他の助言サービス 

公社の組合員の効率的な財務管理を支援するという公社の目的を達成するためには、単なる競争

力のある貸付け以上のものが必要である。そのため、財務上のアドバイスおよびオンラインの分析

ツールが顧客向けに用意されている。公社は、一般的な財務上のアドバイスおよび研修のほか、効

率的な債務管理モデルおよび戦略を提供している。 

 

●公社の借入業務 

公社は、国内資本市場および国際資本市場における短期および長期の借入プログラムを利用して

資金を調達することにより貸付けを行っている。様々な市場にわたる異なる種類の金融商品に借入

れを分散することにより、安定性が強化されている。 

 

公社の借入戦略は、借入市場、投資家部門、借入通貨および借入商品に関する多様なソースに基

づいている。投資の選択肢に関する投資家のニーズを常に満たすために、公社は高いレベルの流動

性を維持している。公社は、 上位の格付を有する安定かつ安全な借り手であるとみなされており、

またスウェーデンの地方自治体部門に対してのみエクスポージャーを有している。 

公社の借入れの大半は債券(1年超のもの)およびコマーシャル・ペーパー・プログラム(1年未満

のもの)の発行の形態で行われている。直接のローンによる調達も少ないながら一部を占めている。

公社は、多様な仕組商品を取扱っている。かかる仕組商品には、株式および原材料に連動するもの

のみならず、通貨に連動するものもある。公社は、借入期間を1日から30年に設定しており、主に

固定金利および変動金利の金融商品を扱っている。 

 

●地方自治体部門の信用度－スウェーデンの地方自治体部門における極めて優れた信用力 

スウェーデンの地方自治体部門の信用力は非常に高く、いずれのコミューンおよびランスティン

グも、過去に貸し手との間で締結された契約を遵守しなかったことはない。 

 

この信用力の高さには以下のようないくつもの要因がある。 
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コミューンおよびランスティングは破産宣言しないこと 

コミューンおよびランスティングは、スウェーデン憲法上の特別な地位および地方税の徴収権に

基づき、破産宣言することはない。破産以外の方法により存続を中止することもできない。このた

め、コミューンおよびランスティングの債務には、潜在的に政府の保証が付されていることになる。

また地方自治体の資産を借入れの担保として差し入れることは禁止されているため、コミューンお

よびランスティングはすべての債務に関し、その徴税権および総資産をすべて利用しても返済する

責任を負っている。 

 

課税および税率決定の権利 

スウェーデンのコミューンおよびランスティングは、付託された任務を実行するために課税を行

う憲法上の権利を持っている。課税基盤は住民の所得であり、それぞれのコミューンおよびランス

ティングは独自に税率を決定する。憲法上の課税権は地方自治の重要な側面である。スウェーデン

の地方自治においては、コミューンおよびランスティングに自身で意思決定を行う権利が与えられ

なければならないことが定められている。こうしたスウェーデンの地方自治は、世界各国と比べて

かなり高いレベルにある。 

 

●強力な組合員組織－公社発展の焦点は組合員への便益 

公社の業務は、長期的に安定した費用効率の高い資金調達を確保するためにコミューンおよびラ

ンスティングが自発的に協力する、という考えから生まれた。組合員は、スウェーデン地方金融協

同組合を通じて、国内資本市場および国際資本市場において活発かつ周知の借り手であるスウェー

デン地方金融公社の持分を保有している。また、公社は、スウェーデンの公共部門と関連しており、

高い安定性と信用力を有している。 

 

公社はコミューンおよびランスティングの協力によって生まれた独特の形態である。それぞれの

コミューンおよびランスティングの借入額を調整することにより、協同組合の組合員に利益をもた

らす金利面での優遇措置を可能としている。公社はまた、組合員の財政活動の発展および向上を支

援するため、アドバイザリー・サービスおよび財政活動を支援するため公社が内部で開発したツー

ルを含む、一連のサービスを組合員に提供している。何よりも、公社は、コミューンおよびランス

ティングに対し安定した費用効率の高い資金調達へのアクセスを維持提供する保証者として、スウ

ェーデンの地方自治体の資金調達窓口機関としての役割のもと、活動している。 

 

 



 - 27 -

(5) 経理の状況 

 

2010年度財務書類 

 

損益計算書 

1月1日から12月31日まで 

 

(単位：百万クローネ)  2010年  2009年 

利息収益  3,025.0  3,339.7 

利息費用  -2,593.0  -2,957.6 

純利息収益  432.1  382.1 

     

支払手数料  -4.4  -3.5 

金融取引純利益  17.2  90.6 

その他営業収益  0.3  0.2 

営業収益合計  445.1  469.4 

     

一般管理費  -160.5  -127.8 

有形資産減価償却費  -2.7  -1.8 

その他営業費用  -6.2  -4.8 

費用合計  -169.4  -134.4 

     

営業利益  275.7  335.0 

処分  -83.2  -82.5 

当期利益にかかる公租公課  -51.9  -81.9 

当期利益  140.6  170.6 

     

     

包括利益計算書  2010年  2009年 

当期利益  140.6  170.6 

     

その他包括利益     

売却可能金融資産  -67.2  50.7 

貸付金および債権  -4.2 -4.2 

その他包括利益に関連する公租公課  18.8 -14.7 

その他包括利益合計  -52.6  31.8 

包括利益  88.0  202.4 
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貸借対照表 

12月31日現在 

 

(単位：百万クローネ)  2010年  2009年 

資産     

現金  0.0  0.0 

担保適格国債  12,887.7  20,912.3 

金融機関に対する貸付金  1,697.6  1,851.2 

貸付金  133,729.1  123,624.1 

債券およびその他利付証券  28,759.5  25,604.1 

株式および出資持分  1.0  0.7 

関連会社株式および出資持分  0.5  0.5 

デリバティブ  13,024.0  11,105.3 

有形資産  6.9  3.6 

その他資産  67.5  19.3 

前払費用および未収収益  26.4  7.1 

資産合計  190,200.2  183,128.2 

     

負債、引当金および資本     

金融機関に対する負債  3,438.9  7,348.1 

有価証券  173,851.9  164,696.1 

デリバティブ  10,794.2  9,873.0 

その他負債  66.4  349.6 

未払費用および前受収益  44.1  35.6 

引当金  1.2  0.9 

劣後債務  1,002.9  - 

負債および引当金合計  189,199.5  182,303.4 

     

非課税準備金  217.9  134.7 

     

資本  782.8  690.2 

制限資本     

株式資本（1株当り額面100クローネ、 
2,734,550株） 

 273.4 
 

259.6 

進行中の新株発行（1株当り額面 
 100クローネ、150,000株） 

 15.0 
 

10.0 

 法定準備金  17.5  17.5 

非制限資本     

 公正価値準備金  -11.3  41.3 

 繰越利益  347.6  191.2 

 当期利益  140.6  170.6 

資本合計  782.8  690.2 

     

負債、引当金および資本合計  190,200.2  183,128.2 

     

備忘項目     

自己負債に対する担保提供  4,808.2  3,499.9 

偶発債務  なし  なし 

     

債務     

担保提供貸付金  1,856.0  1,498.9 
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資本変動表 

 

資本変動に関する影響額を示している。 

 

2010年 

 制限資本 非制限資本 資本合計

 株式資本 法定準備金 公正価値

準備金(1)

繰越利益

／損失 

当期利益  

（単位：百万クローネ）   

2010年1月1日現在の前期繰越資本 269.6 17.5 41.3 191.2 170.6 690.2

  

当期利益 - - - - 140.6 140.6

  

その他包括利益 - - -52.6 - - -52.6

  

余剰金処分 - - - 170.6 -170.6 0.0

  

新株発行 3.8 - - - - 3.8

進行中の新株発行 15.0 - - - - 15.0

グループ補助金 - - - -19.3 - -19.3

グループ補助金に関する税効果 - - - 5.1 - 5.1

2010年12月31日現在の次期繰越資本 288.4 17.5 -11.3 347.6 140.6 782.8

 
(1) 公正価値準備金は以下で構成されている。 
 
 -売却可能金融資産 -15.3

 -貸付金および債権(再分類後) 4.0

 

2009年 

 制限資本 非制限資本 資本合計

 株式資本 法定準備金 公正価値

準備金(1)

繰越利益

／損失 

当期利益  

（単位：百万クローネ）   

2009年1月1日現在の前期繰越資本 236.7 17.5 9.5 152.5 44.5 460.7

  

当期利益 - - - - 170.6 170.6

  

その他包括利益 - - 31.8 - - 31.8

  

余剰金処分 - - - 44.5 -44.5 0.0

  

新株発行 22.9 - - - - 22.9

進行中の新株発行 10.0 - - - - 10.0

グループ補助金 - - - -7.9 - -7.9

グループ補助金に関する税効果 - - - 2.1 - 2.1

2009年12月31日現在の次期繰越資本 269.6 17.5 41.3 191.2 170.6 690.2

 
(1) 公正価値準備金は以下で構成されている。 
 
 -売却可能金融資産 34.2

 -貸付金および債権(再分類後) 7.1
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キャッシュ・フロー計算書 

1月1日から12月31日まで 

 

(単位：百万クローネ) 2010年12月31日現在  2009年12月31日現在
    
営業活動    

営業利益 275.7  335.0 

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整 88.0  8.2 

税金の支払 -121.0  -14.3 

営業活動における資産および負債の増減前の 
営業活動からのキャッシュ・フロー 242.7  328.9 
    
利付証券の増減 6,163.7  -26,260.1 

貸付金の増減 -11,143.9  -18,655.1 

その他資産の増減 -11.3  2.9 

その他負債の増減 -235.0  256.2 

営業活動からのキャッシュ・フロー -4,983.8  -44,327.2 

    

投資活動    

有形資産の売却／処分 0.4  - 

有形資産の取得 -6.4  -1.0 

投資活動からのキャッシュ・フロー -6.0  -1.0 

    

財務活動    

有価証券の増減 9,210.7  42,381.4 

金融機関に対する負債の増減 -3,950.5  2,013.3 

劣後ローン 1,000.0  - 

新株発行 18.8  32.9 

グループ補助金の支払 -19.3  -12.5 

財務活動からのキャッシュ・フロー 6,259.7  44,415.1 

    

当期のキャッシュ・フロー 1,269.9  86.8 

    

期首流動資産残高 427.7  340.8 

    

期末現金および現金同等物残高 1,697.6  427.7 

 

キャッシュ・フロー計算書には現金主義会計が適用されている。営業利益は、営業活動に含まれない増減を調整

している。キャッシュ・フロー計算書は、営業活動、投資活動および財務活動からの対内・対外支払に分けられて

いる。 

 

(単位：百万クローネ) 2010年12月31日現在  2009年12月31日現在

キャッシュ・フローに含まれない項目の調整    

減価償却費 2.7  1.8 

金融資産の増減による為替レート差額 -1.2  -3.0 

未実現の市場価値変動 86.5  9.4 

合計 88.0  8.2 

    
流動資産には、0.0百万クローネ(2009年度：1,423.5百万クロー
ネ)の現金預金を除いては、金融機関に対する貸付金のみが含まれ
る。 

   

    

キャッシュ・フローに含まれる支払利息および受取利息    

受取利息 2,923.0  3,648.4 

支払利息 -2,454.0  -3,300.0 

 





外貨建て債券の契約締結前交付書面 

（この書面は、金融商品取引法第３７条の３の規定によりお渡しするものです。） 

 

 この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや

留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点

はお取引開始前にご確認ください。 

 

○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方と

なる等の方法により行います。 

○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応

して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますので

ご注意ください。 

 

手数料等諸費用について 

・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により

購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 

・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為

替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レー

トによるものとします。 

 

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により損失が生

じるおそれがあります 

・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応し

て変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利

が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがっ

て、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますの

で、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流

動性（換金性）が著しく低くなった場合、売却することができない可

能性があります。 

・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準（例

えば、既に発行されている債券の流通利回り）や金融機関の貸出金利

等の変化に対応して変動します。 

・ 外貨建て債券は、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が変化すること

により、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した

価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した

価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時

の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。 



・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換するこ

とや送金ができない場合があります。 

 

有価証券の発行者又は元利金の支払の保証者の業務又は財産の状況の変

化等によって損失が生じるおそれがあります 

・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証して

いる者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによ

って売却損が生じる場合があります。 

・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証して

いる者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、

支払不能が生じるリスクがあります。 

・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」と

される格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況

の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じる

リスクの程度はより高いと言えます。 

 

外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません 

・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規

定の適用はありません。 

 

 

外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 

当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 

・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い 

・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 

・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 

 

外貨建て債券に関する租税の概要 

個人のお客様に対する課税は、以下によります。 

・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 

・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 

・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 

・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則と

して譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 

・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則と

して非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 

法人のお客様に対する課税は、以下によります。 

・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人

税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 



 

また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、そ

の発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 

なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合わせください。 

 

譲渡の制限 

・ 振替債（我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。）である外貨建

て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で

発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 

 

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第２８条第１項の規定に基づく第一種金融商品取引

業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 

・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。

また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設

が必要となります。 

・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の

全部又は一部（前受金等）をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 

・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又

は有価証券をお預けいただきます。 

・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきま

す。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注

文書等をご提出いただく場合があります。 

・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします（郵送又は電

磁的方法による場合を含みます。）。 

 

当社の概要 

商号等   東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号 

本店所在地 〒４５０-６２１２  愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 

加入協会  日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 

資本金   ６０億円（平成２２年３月３１日現在） 

主な事業  金融商品取引業 

設立年月  平成２０年１０月８日 

連絡先   お取引のある本支店 

カスタマーサポートセンター       ０１２０-７４６-１０４ （通話料無料） 

トヨタＦＳダイヤル(トヨタＦＳ口座専用)  ０８００-５００-４３００（通話料無料） 

フリーコールをご利用いただけない場合は、（下記）までお電話ください。 

０５８-２６７-１５１１（通話料有料) 

以上 

(10.09.21)209.001 



無登録格付に関する説明書 

東海東京証券株式会社 

 
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されており

ます。 
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無

登録格付である旨及び登録の意義等をお客様に告げなければならないこととされております。 
 
○登録の意義について 

登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付

対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制

を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これら

の規制・監督を受けておりません。 
 スタンダード＆プアーズ・ 

レーティングズ・サービシズ 
ムーディーズ・インベスターズ・ 

サービス・インク フィッチ・レーティングス 

○格付会社グ

ループの呼

称等につい

て 

・格付会社グループの呼称：スタンダ

ード＆プアーズ・レーティングズ・

サービシズ（以下「S&P」と称しま

す。） 
・グループ内の信用格付業者の名称及

び登録番号：スタンダード＆プアー

ズ・レーティング・ジャパン株式会

社（金融庁長官（格付）第 5 号） 

・格付会社グループの呼称：ムーデ

ィーズ・インベスターズ・サービ

ス・インク（以下「ムーディーズ」

と称します。） 
・グループ内の信用格付業者の名称

及び登録番号：ムーディーズ・ジャ

パン株式会社（金融庁長官（格付）

第 2 号） 

・格付会社グループの呼称：フィッ

チ・レーティングス（以下「フィッ

チ」と称します。） 
 
・グループ内の信用格付業者の名称及

び登録番号：フィッチ・レーティン

グス・ジャパン株式会社（金融庁長

官（格付）第７号） 
○無登録格付

について 

格付会社グループ「S&P」の付与し

た信用格付のうち「スタンダード＆プ

アーズ・レーティング・ジャパン株式

会社」以外の者が付与した信用格付

が、金融商品取引上の「無登録格付」

になります。 

格付会社グループ「ムーディーズ」

の付与した信用格付のうち「ムーデ

ィーズ・ジャパン株式会社」以外の

者が付与した信用格付が、金融商品

取引上の「無登録格付」になります。 

格付会社グループ「フィッチ」の付与

した信用格付のうち「フィッチ・レー

ティングス・ジャパン株式会社」以外

の者が付与した信用格付が、金融商品

取引上の「無登録格付」になります。 

○信用格付を

付与するた

めに用いる

方針及び方

法の概要に

関する情報

の入手方法

について 

スタンダード＆プアーズ・レーティン

グ・ジャパン株式会社のホームページ

（http://www.standardandpoors.co.j
p）の上段「ライブラリ・規制関連」

の「無登録格付け情報」（http://www. 
standardandpoors.co.jp/unregistere
d）に掲載されております。 

ムーディーズ・ジャパン株式会社の

ホームページ（ムーディーズ日本語

ホームページ（http://www.moodys. 
co.jp）の「信用格付事業」をクリッ

クした後に表示されるページ）にあ

る「無登録業者の格付の利用」欄の

「無登録格付説明関連」に掲載され

ております。 

フィッチ・レーティングス・ジャパン

株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ

（ http://www.fitchratings.co.jp ） の

「規制関連」セクションにある「格付

方針等の概要」に掲載されておりま

す。 

○信用格付の

前提、意義

及び限界に

ついて 

S&P の信用格付は、発行体または

特定の債務の将来の信用力に関する

現時点における意見であり、利息や元

本が予定通り支払われることを保証

するものではありません。また、信用

格付は、証券の購入、売却または保有

を推奨するものでなく、債務の市場流

動性や流通市場での価格を示すもの

でもありません。 
信用格付は、業績や外部環境の変

化、裏付け資産のパフォーマンスやカ

ウンターパーティの信用力変化など、

さまざまな要因により変動する可能

性があります。 
S&P は、品質および量により信頼

しうると判断した情報を利用して格

付分析を行っております。しかしなが

ら、S&P は、提供された情報につい

て、監査・デュー・デリジュエンスま

たは独自の検証を行っておらず、ま

た、格付および格付付与に利用した情

報の正確性、完全性、適時性を保証す

るものではありません。 

ムーディーズの信用格付は、事業

体、与信契約、債務又は債務類似証

券の将来の相対的信用リスクについ

ての、現時点の意見です。ムーディ

ーズは、信用リスクを、事業体が契

約上・財務上の義務を期日に履行で

きないリスク及びデフォルト事由が

発生した場合に見込まれるあらゆる

種類の財産的損失と定義していま

す。信用格付は、流動性リスク、市

場リスク、価格変動性及びその他の

リスクについて言及するものではあ

りません。また、信用格付は、投資

又は財務に関する助言を構成するも

のではなく、特定の証券の購入、売

却、又は保有を推奨するものではあ

りません。ムーディーズは、いかな

る形式又は方法によっても、これら

の格付若しくはその他の意見又は情

報の正確性、適時性、完全性、商品

性及び特定の目的への適合性につい

て、明示的、黙示的を問わず、いか

なる保証も行っていません。 
ムーディーズは、信用格付に関す

る信用評価を、発行体から取得した

情報、公表情報を基礎として行って

おります。ムーディーズは、これら

の情報が十分な品質を有し、またそ

の情報源がムーディーズにとって信

頼できると考えられるものであるこ

とを確保するため、全ての必要な措

置を講じています。しかし、ムーデ

ィーズは監査を行う者ではなく、格

付の過程で受領した情報の正確性及

び有効性について常に独自の検証を

行うことはできません。 

フィッチの格付は、所定の格付基

準・手法に基づく意見です。格付はそ

れ自体が事実を表すものではなく、正

確又は不正確であると表現し得ませ

ん。信用格付は、信用リスク以外のリ

スクを直接の対象とはせず、格付対象

証券の市場価格の妥当性又は市場流

動性について意見を述べるものでは

ありません。格付はリスクの相対的評

価であるため、同一カテゴリーの格付

が付与されたとしても、リスクの微妙

な差異は必ずしも十分に反映されな

い場合もあります。信用格付はデフォ

ルトする蓋然性の相対的序列に関す

る意見であり、特定のデフォルト確率

を予測する指標ではありません。 
フィッチは、格付の付与・維持にお

いて、発行体等信頼に足ると判断する

情報源から入手する事実情報に依拠

しており、所定の格付方法に則り、か

かる情報に関する調査及び当該証券

について又は当該法域において利用

できる場合は独立した情報源による

検証を、合理的な範囲で行いますが、

格付に関して依拠する全情報又はそ

の使用結果に対する正確性、完全性、

適時性が保証されるものではありま

せん。ある情報が虚偽又は不当表示を

含むことが判明した場合、当該情報に

関連した格付は適切でない場合があ

ります。また、格付は、現時点の事実

の検証にもかかわらず、格付付与又は

据置時に予想されない将来の事象や

状況に影響されることがあります。 

この情報は、平成 22 年 12 月 17 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証

するものではありません。詳しくは上記スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社、ムーディーズ・ジャパン株式

会社又はフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。 
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